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第16回福井県駅伝選手権大会
平成30年度福井県高等学校駅伝競走大会　第63回都市対抗駅伝競走大会
主催：福井県高等学校体育連盟(高校)　一般財団法人福井陸上競技協会(都市)
鯖江市つつじハーフマラソンコース(207110)

日付:2018-11-4 最終コール:10:30 競技開始:10:45

都市対抗男子　総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区

5km 6km 3km 6km 5km 5km

1 1:39:58 3 福井市 玉村 翔希 後久 真嗣 森 和翔 古定 浩樹 古定 正彬 西木 浩司

ﾀﾏﾑﾗ ｼｮｳｷ ﾉﾁﾋｻ ｼﾝｼﾞ ﾓﾘ ｶｽﾞﾄ ｺﾃｲ ﾋﾛｷ ｺﾃｲ ﾏｻｱｷ ﾆｼｷ ｺｳｼﾞ

(4) 16:49 (4) 36:50 (3) 46:23 (3) 1:06:37 (1) 1:22:53 (1) 1:39:58

(4) 16:49 (5) 20:01 (2) 9:33 (1) 20:14 (1) 16:16 (1) 17:05

2 1:41:43 8 鯖江市 岩尾 伊織 藤極 シンタロー 近藤 崇平 赤尾 龍二 山崎 健治 黒田 将光

ｲﾜｵ ｲｵﾘ ﾌｼﾞｷﾜ ｼﾝﾀﾛｰ ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾍｲ ｱｶｵ ﾘｭｳｼﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

(3) 16:41 (3) 36:02 (4) 46:34 (4) 1:07:01 (3) 1:24:06 (2) 1:41:43

(3) 16:41 (3) 19:21 (7) 10:32 (3) 20:27 (2) 17:05 (3) 17:37

3 1:42:14 7 勝山市 宇田 峻也 笠川 康平 上杉 一 宇佐見 祐介 荒井 辰央 嘉原 拓也

ｳﾀﾞ ｼｭﾝﾔ ｶｻｶﾜ ｺｳﾍｲ ｳｴｽｷﾞ ｲﾁ ｳｻﾐ ﾕｳｽｹ ｱﾗｲ ﾀﾂｵ ｶﾊﾗ ﾀｸﾔ

(1) 16:23 (1) 35:18 (1) 45:16 (1) 1:06:10 (2) 1:24:02 (3) 1:42:14

(1) 16:23 (1) 18:55 (4) 9:58 (4) 20:54 (4) 17:52 (5) 18:12

4 1:43:17 2 敦賀市 塩見 建也 宮川 朋史 森 綾真 網谷 敏宏 柴田 智之 春田 雅幸

ｼｵﾐ ﾀﾂﾔ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ ﾓﾘ ﾘｮｳﾏ ｱﾐﾀﾆ ﾄｼﾋﾛ ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ ﾊﾙﾀ ﾏｻﾕｷ

(2) 16:34 (2) 36:00 (2) 46:07 (2) 1:06:33 (4) 1:24:49 (4) 1:43:17

(2) 16:34 (4) 19:26 (5) 10:07 (2) 20:26 (5) 18:16 (6) 18:28

5 1:45:35 4 大野市 塙 拓海 室谷 啓太 斎藤 将也 中川 一雄 泉 昌克 松本 高志

ﾊﾅﾜ ﾀｸﾐ ﾑﾛﾔ ｹｲﾀ ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ ｲｽﾞﾐ ﾏｻｶﾂ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ

(5) 16:56 (6) 38:18 (5) 47:31 (5) 1:08:29 (6) 1:27:33 (5) 1:45:35

(5) 16:56 (7) 21:22 (1) 9:13 NSR (5) 20:58 (8) 19:04 (4) 18:02

6 1:45:58 5 越前市 籠谷 嘉紘 高島 宏希 藤井 天翔 久山 将史 花岡 義徳 中川 修

ｶｺﾞﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｷ ﾌｼﾞｲ ｱﾙﾄ ｸﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾉﾘ ﾅｶｶﾞﾜ ｵｻﾑ

(8) 18:09 (5) 37:12 (6) 47:32 (6) 1:09:05 (5) 1:27:29 (6) 1:45:58

(8) 18:09 (2) 19:03 (6) 10:20 (7) 21:33 (6) 18:24 (7) 18:29

7 1:46:47 1 坂井市 粟津 諒平 下川 義博 高橋 拓夢 粟津 誠 大島 隼人 西澤 由浩

ｱﾜﾂﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｼﾓｶﾜ ﾖｼﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ ｱﾜﾂﾞ ﾏｺﾄ ｵｵｼﾏ ﾊﾔﾄ ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

(7) 17:42 (7) 38:39 (7) 49:17 (8) 1:11:16 (8) 1:29:41 (7) 1:46:47

(7) 17:42 (6) 20:57 (8) 10:38 (8) 21:59 (7) 18:25 (2) 17:06

8 1:50:04 6 小浜市 松本 啓典 岸田 空 東 晃成 松下 友一郎 牧野 康博 儀峨 徹哉

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ ｷｼﾀﾞ ｿﾗ ｱｽﾞﾏ ｺｳｾｲ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾏｷﾉ ﾔｽﾋﾛ ｷﾞｶﾞ ﾃﾂﾔ

(6) 17:17 (8) 40:03 (8) 49:52 (7) 1:11:07 (7) 1:28:55 (8) 1:50:04

(6) 17:17 (8) 22:46 (3) 9:49 (6) 21:15 (3) 17:48 (8) 21:09
１区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区
5km 6km 3km 6km 5km 5km

区間記録 宇田　峻也(勝山市) 奥山　和彦(越前市) 大同　健心(美浜町) 古定　正彬(福井市) 五十嵐基博(福井市) 田中　誠幸(福井市)
                        田鳥　創太(勝山市)                                     

15:36 18:38  9:24 18:35 15:56 15:34

NSR…区間新記録


